トピックコーナー

話題と情報掲示板
令和3年度

鳥取県学生寮(東京)入寮生募集

成城学園前駅徒歩７分

観覧料 一般：1,000円
（前売・20名様以上の団体料金:800円）

令和3年１月29日(金)

女子寮玄関にて

会場 鳥取県立博物館 第1・第2特別展示室

※第1回、第2回とも先着順ではあ
りません。

※各寮とも、寮費に食費(朝・夕食)を含んでいます。
※入寮時に、寮費とは別に入寮金を納めていただきます。

●初めての都会暮らしは不安でしたが、
同郷の人たちに囲まれ安心です。
●食事がとてもおいしいです。

問合せ先 鳥取県立博物館 美術振興課
電話：0857
（26）
8045

申込 各高等学校などで配布する募集
方法 案内をご覧ください。募集案内は
ホームページにも掲載します。

電話 ０８５７
（２６）
８３７５ http://www.tottori-ryo.or.jp/

お知らせ・イベントコーナー
開催期間
10月10日(土)

《野外観察会》
川原の石をしらべよう！

10月25日(日)

《野外観察会》
おちばの中のモンスターを
さがそう！

10月31日(土)

自然

《野外観察会》
きのこを調べる会

《野外観察会》
11月29日(日)
はじめてのバードウォッチング

時間

場所

問い合わせ先

その他

大山町
下山キャンプ場

講師：長澤栄史（日本きのこセンター
菌蕈研究所名誉研究員）
参加費用:無料
申込:9月24日(木)～、電話(085726-8044)のみで受付
対象：一般 定員：30名

10:00～15:00

鳥取市
河原町和奈見

講師：小玉芳敬（鳥取大学教授）
参加費用:無料
申込:10月8日(木)～、電話(085726-8044)のみで受付
対象：小学生～中学生 定員：10名

13:00～16:00

倉吉市打吹山

参加費用:無料
申込:10月15日(木)～、
電話(0857-26-8044)のみで受付
対象：幼児～小学生 定員：20名

9:00～12:00

鳥取市湖山池

参加費用:無料
申込:11月12日(木)～、
電話(0857-26-8044)のみで受付
対象：小学生～一般 定員：20名

鳥取県立
博物館 講堂

講師：鶴崎展巨（鳥取大学教授）
参加費用:無料 申込:不要
対象：一般 定員：120名

10:00～14:00

《講演会》
ザトウムシが証す中国山地の
生物地理と砂丘の昆虫

12月5日(土)

14:00～15:30

《自然講座》
化石のスケッチ講座

12月20日(日)

10:00～12:00
鳥取県立
博物館 会議室
14:00～15:30

《アートシアター》
「ファブリックの女王」
(2015年、フィンランド)

14:00～15:30

参加費用:無料 申込:不要
対象：高校生～一般 定員：50名

14:00～15:30

参加費用:無料 申込:不要
対象：高校生～一般 定員：50名

人文

《歴史講座》
12月13日(日)
親子で中国茶と煎茶を楽しむ会

《アートシアター》
「365日のシンプルライフ」
(2013年、フィンランド)

9月12日(土)

14:00～16:35

《スペシャルアートレクチャー》
『“伝える”ことは“きく”こと』 9月26日(土)
～わかろうとする感性を磨こう～

14:00～15:30

《企画展 記念対談》
10月10日(土)
「フィンランドデザインの魅力」

14:00～15:30

《企画展 記念講演》
フィンランドの文化に触れる
10月17日(土)
「フィンランドの女性たちのラ
イフスタイル」

10:30～12:00

鳥取県立
博物館 講堂

鳥取県立博物館
学芸課自然・人文担当
電話：0857-26-8044
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041
(小学生以下は保護者
同伴でご参加ください)

鳥取県立
博物館 会議室

《スペシャルアートシアター》
「かもめ食堂」
10月24日(土)
(2005年、原作：群ようこ、監督：
荻上直子、102分、BD)

14:00～15:50

鳥取県立
博物館 講堂

参加費用:無料 申込:不要
対象：高校生～一般 定員：70名

《ギャラリートーク》
企画展
「ザ・フィンランドデザイン展」
担当学芸員による展示解説

14:00～15:00

鳥取県立博物館
第１・第２
特別展示室

参加費用:企画展観覧料
申込:不要 対象：一般 定員：なし

14:00～16:30

鳥取県立博物館
展示室、会議室

講師：ワークショップつくり隊、
三浦努（本展担当学芸員）
参加費用:企画展観覧料
申込:10月23日(金)～、
電話(0857-26-8045)とFAXで受付
対象：小学校高学年～一般
定員：15名

14:00～15:30

鳥取県立
博物館 講堂

講師：三浦努（本展担当学芸員）
参加費用:無料 申込:不要
対象：一般 定員：70名

《アートセミナー》
「この展覧会を準備するなか
で考えたこと～デザインの根 11月14日(土)
底にあるものから文化施設の
あり方まで」

（15日）
10:00～
（16日）
～14:00

ちっちゃい探検隊②

10月31日（土）
～11月１日（日）
※1泊2日

（31日）
10:00～
（1日）
～15:00

船上山トレッキング

11月15日（日）

よりよい紙面づくりのために

9:00～16:00

船上山ピザ祭り

11月22日（日）

10:00～15:00

クラフト祭り

１２月６日（日）

10:00～15:00

場所

ご意見をお寄せください。

問合せ先
・
送り先

問い合わせ先

その他
参加費用：3,000円程度
申込期間：9月17日（木）9:00～10
月1日（木）17:00必着
対象：学校への登校が困難な小中学生、
教育支援センターに通う小中学生（教育
支援センター職員・保護者も可）
定員：20名程度

鳥取県立船上山
少年自然の家
および
その周辺

参加費用：3,700円程度
申込期間：10月1日（木）9:00～15日
（木）17:00必着
対象：小学1年生～3年生
定員：48名

参加費用：800円程度
申込期間：10月15日（木）9:00～29日
（木）17:00必着
対象：小・中学生とその保護者
定員：30名程度

鳥取県立船上山
少年自然の家
～船上山、
勝田ヶ山

鳥取県立
船上山少年自然の家
電話：0858-55-7111
FAX：0858-55-7119

鳥取県立船上山
少年自然の家
および
その周辺

参加費用:600円程度
申込期間：10月22日（木）9:00～
11月5日（木）17:00必着
対象：小・中学生とその保護者
定員：16組程度

参加費用:500円程度
申込期間：11月5日（木）9:00～11
月19日（木）17:00必着
対象：小・中学生とその保護者
定員：16組程度

冬の星空を楽しむ

12月19日（土）
～20日（日）

（19日）
18:00～
（20日）
～9:00

船上山アカデミー

12月26日（土）
～28日（月）
※2泊3日

（26日）
10:00～
（28日）
～15:00

秋の感謝祭
～スポーツの祭典 ２０２０～

10月18日（日） 10:00～15:00

参加費用：調整中
（9月中旬確定）
申込：開催日の約1か月前から
HP等でご案内します
対象：幼児～一般
定員：コーナーごとに定員あり

セカンドアドベンチャー

（31日）
：30～
10月31日（土） ９
～11月1日（日）（1日）
～15：00

参加費用：2,800円程度
申込：開催日の約1か月前から
HP等でご案内します
対象：小学生３、4年生
定員：20人程度

講師：アンナ＝マリア・ウィルヤネン
（フィンランドセンター所長）
参加費用:無料 申込:不要
対象：一般 定員：70名

14:00～16:00

11月7日(土)

時間

10月15日（木）
～16日（金）
※1泊2日

ハートフルキャンプin船上山

講師：佐藤敬子（別府大学教職課程教授）
参加費用:無料 申込:不要
対象：高校生～一般 定員：50名

講師：同上 参加費用:無料
申込:10月2日(金)～、電話(085726-8045)とFAXで受付
対象：一般 定員：20名

《ワークショップ》
「挑戦！
私もテキスタイルデザイナー」

開催期間

参加費用:無料 申込:不要
対象：高校生～一般 定員：50名

《ワークショップ》
フィンランドの文化に触れる
10月17日(土)
「編み物をしながら、フィンラン
ド流おうち時間を体験」

10月31日(土)

※新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の日程、内容など変更になることがあります。
イベント名

講師：ハリー・カルハ（本展ゲストキュ
レーター）、迫村裕子（企画協力会社
代表）
参加費用:無料 申込:不要
対象：一般 定員：70名

美術

《アートシアター》
「ザ・スクエア 思いやりの聖域」
9月19日(土)
(2017年、スウェーデン・ドイ
ツ・フランス・デンマーク合作)

事前申込が必要なものや集合場所が決まっているイベントもありますので、詳しくは
お電話等でお問合せください。
東部会場
中部会場
西部会場

参加費用:無料
申込:12月3日(木)～、電話(085726-8044)のみで受付
対象：一般 定員：12名
参加費用:無料
申込:11月26日(木)～、
電話(0857-26-8044)のみで受付
対象：幼児～一般 定員：20名

9月5日(土)

FAX：0857
（26）
8041

200年にわたりフィンランドという国を支えた染織、
お
よびガラス工芸の分野の名品を中心に、彩りに溢れ、
創造性に満ちたデザイン・プロダクツの数々を、
フィンラ
ンドのタンペレ市立歴史博物館、
コレクション・カッコネ
ンなどのコレクションを中心とする約250点の作品と約
80点の関係資料で紹介します。

問合せ先 (公財)鳥取県育英会(県教委育英奨学室内)

イベント名

※休館日：10月26日
（月）

※次の方々は無料です。
◎大学生以下 ◎学校教育活動での引率者 ◎障がいのある方、
難病患者の方、要介護者等およびその介護者◎70歳以上

［第2回］令和3年1月以降に大学等への
入学が決定するかた

ＪＲ山手線 目白駅徒歩１２分

声
寮生の

9:00～17:00（入館は16:30まで）

令和2年10月14日(水)

清和寮(女子寮)

─自然が宿るライフスタイル─

2020年10月10日土～11月15日日

申込 ［第1回］令和2年12月までに大学等への
入学が決定する見込みのかた
締切

寮費：月額４4，
０００円(予定)

寮費：月額４
９，
7００円(予定)

ザ・フィンランドデザイン展

申込 大学、短大、専修学校専門課程に
資格 入学予定または在学中のかた。

明倫館(男子寮)
小田急小田原線

企画展

参加費用：1,600円程度
申込期間：11月19日（木）9:00～
12月3日（木）17:00必着
対象：小・中学生とその保護者
定員：30人

参加費用:5,200円程度
申込期間：11月26日（木）9:00～
12月10日（木）17:00必着
対象：小学４年生～中学生
定員：48名

鳥取県立
鳥取県立
大山青年の家
大山青年の家 電話：0859-53-8030
FAX：0859-53-8265

満天の星を見よう会

11月14日（土）、
16：00～21：00
12月12日（土）

参加費用：1,000円程度
申込：開催日の約1か月前から
HP等でご案内します
対象：小学生以上の家族
定員：20家族程度

２ＷＡＹよくばりリースづくり

12月19日（土） 9：30～13：00

参加費用：700円（リース1個
につき300円）
申込：開催日の約1か月前から
HP等でご案内します
対象：小学生以上 定員：60人

〒680-8570（住所記載不要）県教育委員会教育総務課
電話 0857
（26）
7926 FAX 0857
（26）
8185 E-MAIL kyouikusoumu@pref.tottori.lg.jp
バックナンバーはホームページでご覧いただけます。 https://www.pref.tottori.lg.jp/yumehiroba
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この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、高等学校の各種スポーツ・文化大会が中止となったことから、生徒たちが時間とエネルギーをかけて取り組んで
いる部活動の努力の成果を発揮する舞台として、わかとり夢の特別大会～「２０２０夏 仲間とともに、それぞれの夢への挑戦」～を開催しています。多くの競技やコン
クールにおいて、高校生たちの真剣で全力なプレーに笑顔や涙が溢れていました。
この特別大会に参加し、また応援したすべての生徒たちにとってそれぞれの夢に挑戦した経験が原動力となり、次のステージへ進んでいけるように応援しています。
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り
教育だよ
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